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「マラソンのきっかけ」と「想い出のレース」

平成３０年 １月

德 留 英 裕

１ はじめに

これまで５０回以上マラソンを走ったが、自分なりに真面目に練習して取り組ん

だレースばかりだ。マラソンを始める前は「１０年間は真面目に取り組もう」と誓

って取り組んだのだが、２７歳でマラソンを始めて今年で３０年が経過した。

ここ数年、年齢による体力と気力の衰えが顕著になり、本格的にマラソンを走る

ことは難しいと感じはじめた。そこで、昔の記憶が消えないうちに、備忘録として

マラソンをはじめるきっかけや、いくつかの思い出のレースを書きとめてみた。

２ マラソンを本格的取り組むまで

（１）山に夢中だった学生時代

元々細身で小さい頃からスポーツは不得意だった。中学生では帰宅部だったが

高校入ると同級生（ＵＭＫアナウンサー・高橋氏）の誘いで軽い気持ちで山岳部

に入部することになった。高校時代は県内の山歩き程度だったが、非常に楽しく

山登りのすばらしさを味わった。大学は登山をするために信州大学への進学を希

望していたが、父親の強い反対で地元の宮崎大学に進むことになった。実は生意

気にも進路の希望が叶えられないことへの不満がつのり、父親へ交換条件を出し

た。それは「地元の大学を受験するが合格したら好きなように山登りをさせても

らう」という、なんとも不純な理由での大学進学だった。

入学した大学には山に登るクラブが３つあった。山岳部、ワンダーフォーゲル

部それと探検部だったが、部員が多く楽しそうだったワンダーフォーゲル部に入

部。夏に初めて行った南アルプスに感動し、ますます山にのめり込んで行った。

しかし、当時のクラブは１年生の活動に規制が多く自由に山登りをすることが

できなかったことから、部員数が少なく潰れそうな山岳部に２年生で移籍し、本

格的な岩登りや冬山を始めた。１９歳の正月に北アルプス五竜岳で数十年に一度

の豪雪(昭和５６年豪雪)に遭遇し、右足には深い凍傷を負うという痛烈な経験を

した。（ちなみに隣接する八方尾根で逗子開成高校６名が遭難。遺体発見まで４ヶ

月以上を要した）

この時に「登山は精神論だけではだめ。体力、技術、精神の全てが揃わないと

困難な山に登る資格はない」と強く思い、真面目にトレーニングに打ち込むよう

になった。
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（２）山登りをしていた時のトレーニング

本格的な山登りを始めたことで他の体育系運動部程度の体力はつき、運動クラ

ブ対抗駅伝では陸上部に次ぐ走力を有し、持久力には自信が持てるようになった。

ちなみに当時の大学陸上部員には別大マラソンにも出場し２時間４５分程度で走

っていた永友清人さんがいた。（彼とは野鳥観察で今も交流がある。）学生時代の

練習場所と現在の練習場所が同じなため、練習内容の比較がしやすいのだが、当

時の練習内容の酷さにはあきれるばかりである。

学生時代：片道２キロ走、階段ダッシュ、人を担いで階段歩荷（ぼっか）等

現 在 ：１５ｋｍ走等。２０歳当時の３～４倍の練習量にはなっている

（３）岩登りへの限界を感じてマラソンに興味

大学を卒業しても山に対する情熱は強く、先鋭的な社会人の山岳会に入り毎週

のように岩山を攀り、正月には風雪の北アルプスの岩稜を巡る生活には変わりは

なく、一般のサラリーマンとは大きく違った生活スタイルをおくっていた。しか

し社会人４年目の昭和６３年（２７歳）に１ヶ月の休暇をとりカナダ（スコーミ

ッシュ：バンクーバー北部）に岩登りの旅をしたことが、逆にマラソンをはじめ

る一つのきっかけになった。

当時は自分のロッククライミングの能力はある程度高いと自負していたのだが、

カナダの岩では全く歯が立たず、情熱を傾けていたロッククライミングへの適性

はかなり低いのではないかと思いはじめた。丁度その頃、仕事の仲間と市民マラ

ソンの草分けである「いぶすき菜の花マラソン」へ参加することが決まっていた。

レクリエーションとして軽い気持ちで参加を決めたのだが、この初マラソンがそ

の後の自分に大きな転機を与えることになった。
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３ 厳しい初マラソンの洗礼

昭和６４年１月 菜の花いぶすきマラソン（２７歳 初マラソン４時間オーバー）

当時のマラソンといえば、福岡国際マラソンや別府大分毎日マラソン、新人の

登竜門と言われていた延岡西日本マラソン等の競技色が非常に強い大会が中心で、

今のように市民ランナーが参加できる大会は少なく、わざわざホノルルマラソン

にでかけて芸能人が走ったことが話題になるような時期でもあった。実は延岡市

出身ということもあり、高校生の体育の授業で持久走を走っていると、宗兄弟な

ど有名な旭化成の選手が後ろから走ってきて息もきらさず高校生を全員追い抜い

て彼方へと走って行く。今となっては信じられないような環境にいたので、自然

とマラソンや駅伝への興味が身についたようだ。

自分の初マラソンへ向けての練習の詳細な記録は残していないが、当然、練習

方法は全く知らず、時計や靴等のグッズの情報もなかった。とりあえずスーパー

で売られていた２千円程度のシューズを購入し、毎朝４～５ｋｍのジョギングを

やりながら１１月末の１０キロのロードレースと１２月中旬に２０キロ程を２回

走った程度で１月上旬の初マラソンを迎えた。

レース前日は仕事の仲間と前夜祭で盛り上がりビールを元気良く飲んで当日を

迎えた。このコースはアップダウンが結構あり「かなりきつい」ということは聞

いていたが、「厳しい冬山を登る体力があればフルマラソンは全く問題ない」と高

をくくってスタート。レースプランは単純で、山岳競技の国体予選で知り合った

陸上経験者の畑中九州男さん（当時３６歳？）をマークすること。彼はフルマラ

ソン２時間５０分以内の記録を持っていたので、「彼に付いていけばなんとかなる

だろう」と「恐るべし素人プラン」でスタートした。

１５ｋｍまでは畑中さんの姿が見えていたが、心配していた脚が痛み出し徐々

に歩き始めた。３０ｋｍまでは走る時間は長かったが、次第に歩く時間の方が長

くなり、３５ｋｍ過ぎからはほとんど歩き。４０ｋｍ付近ではバニーガールの格

好をしたお姉さんにも抜かれる始末で脚を引きずって４時間以上かかってなんと

かゴールした（詳細タイムは不明）。

「次はしっかり練習してこの悔しさを晴らそう」

と誓ったほろ苦い初マラソンであった。

（補足）

平成元年（１９８９年）に開催された北海道国体に山岳競技の選手として参加

していた。当時の山岳競技は、登攀（岩登り）、踏査、縦走の３部門から構成され

ていたが、縦走には心肺能力の高い長距離経験者を使う県が多くあり、彼らの縦

走のタイムと自分のタイムを比較して、自分も十分マラソンを走ることができる

と過信していた。
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４ マラソンにのめり込むきっかけになった高千穂町勤務

２９歳で念願の高千穂町に転勤となった。週末はロッククライミング、平日は時

間外に渓流でフライフィッシングと、まさに自分の趣味にぴったりの天国のような

場所で、仕事やプライベートともに楽しく過ごしていた。

そのような状況のなか、大きな出会いが２つあった。１つは新しい職場に一緒に

転勤してきたのが、学生時代からマラソンを走っていた岩切道雄さん（※）だった。

職場で初対面の彼に話しかけると「マラソンを走る德留さんですよね。僕も学生時

代から走っていてフルマラソンは３時間を切ります」と予想外の自己紹介が返って

きたのを思い出す。

もうひとつは、職場で町内駅伝を走ることが恒例となっていたことだ。職場で入

れ替わりになった日高義幸さん（現：同じクラブ）が地元のランニングクラブの方

々とマラソン大会を立ち上げており、必然的に地元のランナーとの交流が盛んにな

り、徐々に本格的な練習をするようになってきた。

（※現在同じ陸上クラブに属し５０歳代の現在も２時間５０分の走力）
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５ 想い出のマラソンレース

（１）平成２年３月 延岡西日本マラソン（２８歳 ３０ｋ関門 マラソン３回目）

２回目のマラソンは平成元年１１月に開催された青島太平洋マラソンだった（※

注）。ランニング雑誌を参考に練習をした結果、２時間５６分となんと２回目のマ

ラソンでサブスリーを達成した。ここで天狗になってしまい、陸連登録者のみの

参加で３時間以内の制限時間（当時）があった延岡西日本マラソンを走ることに

した。

市民マラソンとは違い競技者主体の大会であることは知っていたので、新たな

取り組みを模索し、当時流行始めた「カーボローディング」を実行してみた。当

時は極端な実施方法が勧められており（数日前には全く炭水化物を摂らずタンパ

ク質のみの日を設定するなどが推奨）真面目に？実行した結果、胃が完全にやら

れ病人の一歩手前の状態でスタートすることになった。

レースの詳細は殆ど記憶にないが、３０ｋｍの関門につかまり選手収容のバス

では悔しくて外が見れずバスのカーテンを引いたことだけは覚えている。実はこ

の頃サブ３を達成したらトライアスロンを始めることに決めていた。このマラソ

ンの前にロードレーサーを購入し準備を始めていたが、満足にレースが走れなか

ったことや、しばらくして山間部の高千穂町に転勤したことがきっかけとなり、

ますますマラソンに傾向していった。

※注 宮崎青島太平洋マラソン大会の生い立ち（ランザローテＨＰより）

観光産業の比重が高い宮崎県。マラソンブームが広がる中、地元の旅館組合から

県や市の方へ大会開催の要望があがったことに始まる。当時開催されていた海幸彦

・山幸彦マラソンを規模を大きくし２０ｋｍ・１０ｋｍ・５ｋｍのコースで始まっ

た。フルマラソンの導入はコース設定に時間を要し３回目大会（平成元年）からに

なる。宮崎市のバイパス的役割のある一ツ葉道路を利用した今のコースは最初に候

補にあがったものの警察が難色を示し一度は断念された。しかし他のルートを検討

するものの交通規制の影響を最小に抑えるには最も有力との考えに至り最終的に一

ツ葉道路に決定した。第６回大会で同時開催された第１回世界盲人マラソン宮崎大

会がきっかけとなり視覚障害の部門も設けられ、視覚障害を持っているランナー間

の競い合いの舞台ともなっている。人気の秘密は、有料道路を完全に開放し広々と

した南国ムード漂うコースと共に、第１回大会から運営に携わってきたレースディ

レクターの存在が大きいのだろう。他の大会を見学したり、参加者の声を大会に反

映させることにより全国でも指折りの人気大会に成長してきた。出場選手１万人規

模が目標でそれを見すえた運営管理が行われていることを実感できる大会だ。

（※現在は前東国原知事の要望で市街地のメインロードや青島のトロピカルロード

を走るコースに変更された）
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（２）平成４年２月 第４０回別府大分毎日マラソン（３０歳 初の３大マラソン）

平成３年１１月も青島太平洋マラソンを走った。この時は自分なりに練習を増や

して望んだ大会だったのでかなり自信があったのだが、結果は前年の記録を５０秒

程しか更新できなかった。前年はあまり期待してなかったのに１０分もの更新。自

信をもって望んだ今回のレースでは成果がでずに落胆していたが、当時、クラブの

中心的存在であった日高義幸さんが１２月第３週の防府読売マラソンを走るという。

ぎりぎり申し込みが間に合うので自分も出場することにした。レース間隔は５週間

しかなく非常にきつかったが、自分の力を出し切りなんと７分以上更新する２時間

４０分３秒と、練習成果を十分出せたレースとなった。

しかし人間とは「欲」の生き物なのか。当時の日本３大マラソン（注）と言われ

ていた別府大分毎日マラソンの参加資格は２時間４０分以内だったが、４０回の記

念大会として５分緩和され運良く参加可能となった。今回のレース間隔は６週間。

正月に走り込みをして「憧れ」だった別府大分毎日マラソンのゲート前に立った。「こ

んな大きな大会を走るのは最初で最後になるかもしれない」と思い記念撮影をした

ことを昨日のように思い出す。

当時のコースは大分市の競技場をスタートし別府市内を折り返すコース。宗茂が

日本人としてはじめて２時間１０分を切った高速コースとしても有名だった。気象

条件も良く防府マラソンより前半を速く入ったものの、後半の失速もうまくカバー

でき２時間３８分と別大マラソンの参加資格をクリアすることができた。また、順

調に実力がついてきて、自分の練習方法に自信を持つことができたレースとなった。

注※ 別府大分毎日マラソン大会（当時は別府マラソン）は戦後復興期の1952年、大

分県中津市出身で、五輪代表候補のコーチを務めていた池中康雄氏（故人）が｢五輪

への道を開くためにも地元で全国大会を開催したい｣と提唱、創設された。別府駅前

をスタートし、大分市白木を折り返す35キロのコースだった。53年の2回大会からフ

ルマラソンに。46年スタートの「びわ湖毎日マラソン」（当時は毎日マラソン）、47年

に産声を上げた「福岡国際マラソン」（当時は朝日マラソン）とともに、日本三大ク

ラシックレースと呼ばれる。
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（３）防府読売マラソン（平成７年１２月 ３４歳 東京国際マラソンの資格確保）

防府読売マラソンは３０歳から３５歳まで連続して参加したが、この大会では多

くのランナーと知り合ったことが大きな収穫だった。地元宮崎市では本格的にマラ

ソンに取り組むランナーは少なく駅伝やロードレースが中心。マラソン練習方法に

全く自信がもてないまま試行錯誤の状態で練習をやっていたのが現実。その時、偶

然にもこの大会で声をかけたのが江頭徹さん（※）だった。彼は自分と同じく学生

時代には陸上競技経験はなかったものの独学の練習で数多くの大会に出場し、東京

国際マラソンへの出場を果たす等素晴らしい結果を出していた。まさに２時間３０

分を切るために暗中模索状態の自分にとって一筋の光明を見いだせた出会いとなっ

た。

彼のアドバイスもありマラソンへ向けての練習方法を大きく改善した。それは大

きく２つ。１つは走行距離を伸ばすこと。当時は月間３５０～４００ｋｍが精一杯。

しかし、江頭さんは６００ｋｍ程度走っているという。筋肉が発達した彼の脚を見

ていると自分の脚がひ弱く見え、朝練と夕練の２部練を取り入れ月間距離を５００

ｋｍ程度に伸ばすことにした。２つ目はペース走の強化だった。それまでのペース

走は職場の仲間とロードで行うことが多くペース配分も４分～５分／ｋｍ程度とま

ちまちになりがちだったことから、トラックでの３０，０００ｍ走や５キロ程度の

周回コースを用いる等、なるべく一定のペースで走れる方法に取り組みはじめた。

その成果が平成７年１２月の防府読売マラソンで出た。４０ｋｍ手前まで江頭さ

んと同じ集団で進んだが終始余裕があった。４０ｋｍからはペースを上げることが

できる完璧のレースで２８分台を達成し、余裕をもって東京国際マラソンの資格を

得ることができた。

※ 江頭 徹さん（昭和３６年（１９６１年）生）

運動経験が殆どないなか２５歳から走り始め練習５ヶ月でサブスリー。フルマラソン

２回目で２時間４５分を突破。現在までにフルマラソンを１８０回以上完走し現在も２

時間４０分の走力を有する。豊富な経験と理論に基づくアドバイスは的確で、彼ののブ

ログ（Ｅランナーズのブログ）は速く走りたいランナー、練習方法等に迷っているラン

ナーにはお薦めである。
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（４）東京国際マラソン（平成９年２月 ３５歳 福岡国際マラソンの資格確保）

東京国際マラソンではさらにレベルの高い選手達と交流するようになり、練習に

対する意識も変わってきた。また、当時のコースは国立競技場をスタートし大井町

を折り返してゴールするもので、東京のど真ん中を「２００名弱の選ばれた選手の

みが走れる」という喜びは素晴らしいものだった。また、本格的なマラソン練習に

取り組んで２年が過ぎると、５，０００ｍも１５分３０秒台で安定して走れるよう

になり、練習も３部練を行う等さらに集中していった。そして２回目となるこの東

京国際マラソンでは２６分カットを目標に走り、５キロを１６分後半から１７分台

で安定して走り、厳しいと言われた市ヶ谷の上り坂の４０ｋｍまでも１７分台のラ

ップで走り、目標どおり２５分台でゴールすることができ、さらにワンランクうえ

の力がついていることが確認できた。

（５）福岡国際マラソン（平成９年１２月 ３６歳 初の福岡国際マラソン出場）

陸上競技経験の無い自分が、まさか日本最高レベルのこの大会に出場できるよ

うになるとは思ってもいなかった。一方で、２８歳から本格的なマラソン練習を

始めて８年あまり。この年の３月に結婚し練習環境も大きく変わった。職場も変

わり、より難しい仕事を任されることも多く社会人としての転機を迎えた頃でも

あった。しかし、ようやくつかんだ夢の福岡国際マラソンへの出場するために、

最高の状態でスタートラインに立てるよう１２月に向けて練習を積んでいくはず

だった。ちなみに７月のオーストラリア・ゴールドコーストマラソンも余裕をも

って２時間３２分台で走り調子は非常に良かった。

しかし、当日は違っていた。期待をもって立つはずだった平和台競技場のスタ

ートラインだが、頭は懸案中だった仕事のことでいっぱい。こんなにレースに集

中できない状態で走ることは初めてだった。実はこのレースのことはあまり記憶

がない。陸上競技場を出て行く自分の姿を妻の友人が観戦しており「ご主人は最

後尾だったよ」と連絡があったこと。５ｋｍの通過が１６分４５秒でも最後尾の

集団で後ろに白バイが走っていたことが強く印象に残ってる。

実はこのレースへ出場することを元旭化成の橋本さん（双子のランナー）に伝

えたところ「福岡国際マラソンは中途半端な力で走ったら落ち込むことになるよ。

本当は走らない方がいいのだけど・・」と当時の自分には理解できないことを言

われていた。しかし、「日本最高レベルの福岡国際マラソン」を走ってはじめてそ

の言葉の意味がわかった。出場している選手の半分は実業団選手で一般の市民ラ

ンナーも学生時代の経験者が殆ど。半分の選手は入りの５ｋｍを１５分台で入っ

ていくほど高いレベルだった。

初めての福岡国際マラソンは、当時の参加資格（２６分以内）をオーバーする

タイムでゴールすることになり、自分の力のなさを痛感するレースとなった。
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（６）福岡国際マラソン（平成１１年１２月 ３８歳 自己記録）

平成１０年４月に大阪転勤となり生活環境が大きく変化し、「もうあまり走れな

いのでは？」と思っていたところ、幸運にも吹田市の住まい（マンション）の近

くに服部緑地という広い公園があった。ジョギングにでかけてみると、さすが都

会で多くのランナーが走っていた。その中でややスピードを上げて走っていたラ

ンナーに声をかけ仲間に入れてもらったおかげで知り合いも増え、なんとか楽し

くランニングを続けられ走力も維持することができた。

非常に不規則な大阪の生活にもなんとか慣れ、地元の記録会の５，０００ｍで

１５分３０秒を切るまでスピードが上がってきた（土のトラックだったのでター

タンだったら２０秒程度の走力があったのかもしれない。）大阪では１月から４月

が土日の勤務が多い生活だったので、まともにマラソンを走れるのは１２月の福

岡国際マラソンしかなかった。

福岡国際マラソンも３回目となり、しっかり落ち着いて走ることができた。入

りもあまり速く入ることはせず、極力一定のペースで走ることを心がけ２５ｋｍ

までは５キロ１６分台のラップを刻み、後半も大崩れすることなく２３分台をマ

ークしてゴールしたほぼ完璧なレースだった。

しかし、この大会をピークに故障が続発し、一方で故障が少し良くなると急激

に記録を追う無理な練習を行った結果、マラソンのタイムは急激に落ちていった。

振り返ると初マラソンを走ってから１２年目が走力のピークだったことになる。
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（７）防府読売マラソン（平成１５年１２月 ４２歳 福岡国際マラソン資格再取得）

４２歳になり年齢的にも２７分を切ることは非常に難しくなると考え、今年こそ

計画的に練習を継続することを誓い、夏からその計画を具体的に実行していった。

まずは９月から月間に５００ｋｍ以上走ることと、例年８月上旬に久住高原で合宿

を行っているが、この年は３回の夏合宿に参加し９月からの本格練習にスムーズに

移行できるようにした。ほぼ順調に練習をこなし４０ｋｍ走も２時間２８分前後と

自信をもって当日のレースを迎えた。

入りの５ｋｍは１７’００”と余裕をもって入り、集団だったためややペースは

上げ下げがあったものの３０ｋｍの５ｋｍラップも１７’０８”、３５ｋｍの通過が

２：００’０２”とほぼ予定どおりのタイムで通過。３５ｋｍからは気合いを入れ

直し、ラストも向かい風の中７分台でまとめ２時間２６分２６秒でゴールした。

ゴール直後に結果を妻に電話で伝えていると、涙が溢れてきたことは今も印象に

残っている。本当に努力した結果が報われるとはこのようなことだと初めて気づい

たが、ちなみに走った後に涙を流したのはこの時だけである。

一方、今回のようにレベルの高い練習を続けることは、今後はできないだろうと

も感じたレースだった。

自己ベストを出した平成１１年１２月の福岡国際マラソンの１週間後、普通にジョグ

をしていると初めて肉離れを起こした。当然ながら治療方法を全く知らなかったため、

恐ろしいことに患部をもんだり暖めたり常識ではやってはいけないことを行っていた。

当然ながら走力は徐々に落ち４０歳の時には福岡国際マラソンの資格を失っていた。４

０歳の時、３年間の大阪勤務から延岡市勤務となった。知ってのとおり延岡市には旭化

成陸上部があり競技志向の市民ランナーも多い。知り合いだった旭化成ベンベルグの迫

田さん（旭化成延岡）に「練習を一緒にさせていただくことができないか」と相談する

と快諾が得られた。旭化成延岡（有名な実業団の陸上部ではない）のランナーと一緒に

練習をさせてもらった４年間は本当に助かった。練習は主にスピード練習が多かったが、

おかげでスピードがあまり落ちず、また福岡国際マラソンを目指そうという気持ちにな

っていった。

延岡市勤務の１年目（４０歳）はそこそこ走れたが、マラソンのレース条件が悪かっ

たりピークをうまく合わせられずに２レースとも（福岡国際、びわ湖）２７分を切るこ

とができず、次年度から福岡に参加することはできなくなった。２年目（４１歳）は秋

の練習で故障し、１２月と２月のマラソンを走ることができなかった。完治しない状態

で練習を再開し、しばらくしてまた故障といった感じで、結局４１歳の時にはマラソン

を一度も走ることができなかった。
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６ 自分を変えたレース

（１）綾照葉樹林マラソン（平成５年１０月 ３２歳 初の５ｋｍ １５分台のレース）

高千穂町勤務の３年間（２９歳～３１歳）は坂道を朝、夕と走ることや、地元の

高校生とスピード練習を行うことなどで急速に走力が向上していき、３年目には地

元の５ｋｍのロードレースで１６分フラットで走れるまでになっていった。３２歳

になり宮崎市勤務となったが、練習に対する意欲はさらに高くなり職場のメンバー

とインターバル練習を継続していた。

それまでは冬のマラソンがメインだったが、練習の一貫として５ｋｍのロードレ

ースを走ってみることにした。この大会は地元小林高校駅伝部が走るなどレベルの

高いもの。とりあえず前の選手を追うことのみに集中してスタートし、元旭化成の

今西俊郎さん（当時は高校教諭）を最後の５００ｍで抜き３０歳以上では１位でゴ

ールした。タイムを見るとなんと１５分３８秒。予想を上回る結果に１２月の防府

マラソンへ向けて大きな手応えを感じた思い出深いレースとなった。このタイムが

自信になり、防府マラソンでは２５ｋｍまでは突っ込む走りができ３３分台にまで

記録を伸ばし３０分切りがおぼろげながら見えてきた。

ちなみにこの年からマラソンへ向けての練習間隔は十分とることにした。前年に

行った５，６週間隔でマラソンを走ることはあまりにも身体への負担が大きかった

からだ。
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（２）平成１５年３月２日 第５８回びわ湖毎日マラソン（４１歳 記憶に残るＤＮＳ）

２８歳の初マラソンから５６歳の現在まで５６レースに出場していると、毎年マ

ラソンを走ってたように思えるが、実は４１歳の時には故障でマラソンを１回も走

ることができなかった。この大会は自分のマラソン成績には残していないが、エン

トリーをして１次コールを行ったものの、結局スタートできなかった最も思い出深

い大会だ。

当時は国内最高峰である福岡国際マラソンの資格（２時間２７分）を取り続ける

ことを目標として厳しい練習を続けていたが、体力が衰えはじめた４０歳で走った

２月の東京国際マラソンの直後に膝を痛めてしまった。思い返すとこの故障が発端

にその後故障が続けて生じてきた。８月下旬の左足ハム肉離れによる長期休養で焦

りが生じ、十分に治らないまま１０月下旬から練習を再開。３月のびわ湖毎日マラ

ソンを目標に違和感が残った状態で練習を続けところ、最悪にもびわ湖毎日マラソ

ンの４日前に左膝に痛みが出て全く走ることができなくなった。

普通はあきらめることろだが航空券を予約していたので、万が一良くなる可能性

をかけて痛み止めを打ってでも走ることに決めた。レース前日に大津市在住の釣り

仲間の遠阪さんの世話で、同市の日赤病院で左膝に痛み止めの注射を打つ。わらに

もすがる思いで当日の朝を迎えたが、残念ながら痛みは軽くはなってなかった。痛

み止めの薬を服用し競技場に向かい一次コールを行ってアップをしてみるが、痛く

て一歩も走ることができず天を仰いだ。ようやく現実を受け止め、競技場に戻り役

員にＤＮＳを伝えた。

この時は自分の不幸ばかりを嘆いていたのだが、この大会に大阪時代の知人が娘

さんを連れて応援にきていた。その親子は当時の最強マラソンランナーであったコ

スゲイ選手の応援に来ていた。その娘さんは障害者で車いす中心の生活だが気持ち

は非常に前向きな女の子だった。彼らと一緒に選手達の応援をしたが、一生懸命に

選手の応援をしている車いすの彼女の姿を見て、自分の不幸ばかりを嘆いている自

分が本当に情けなく涙が出てきて止まらなかった。彼女の姿を見て「自分ももう一

度頑張ろう」と強く心に誓い、この年の１２月の防府読売マラソンで２時間２６分

台で走ることができた。

大会名：第58回 びわ湖毎日マラソン大会 兼世界選手権（パリ）代表選手最終選考会

日 時：2003年3月2日12時30分スタート

天 候：晴れ、気温12.0度、湿度65％、北の風1.4m

コース：大津市・皇子山陸上競技場発着―草津市新浜周回

出場者：出場179人、完走135人

ジャフェット・コスゲイ（ケニア）が2時間7分39秒で優勝。日本人トップの3位には一

般参加で21歳の藤原正和（中大）が初マラソン日本最高の2時間8分12秒で食い込み、世
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界選手権の代表に内定した（藤原はその後、故障で世界選手権を棄権）。国内のマラソン

で初めて7位までが2時間10分を切る激戦だった。藤原は91年の別府大分毎日マラソンで

森下広一（旭化成）が出した初マラソン日本最高の2時間8分53秒を12年ぶりに更新。00

年のびわ湖で佐藤敦之（早大）が出した日本学生最高の2時間9分50秒も大幅に書き換え

た。また日本選手4人が2時間10分を切ったのは、史上3度目。

７ 最後に

２８歳の初マラソンから３０年を迎えたがここまでのめり込むとは思ってもいな

かった。子供の頃から強要されることは嫌いで「何を目的に生きて行くのだろう」

といつも考えていた。十代は「将来は海外の秘境や厳しくも美しい山々を旅したい」

と思っていた自分がここまでのめり込んだのは何故だろう。生死を懸ける冬山や岩

登りから逃げた弱い自分を正当化するためなのか。サラリーマンとしての将来に限

界を感じたからなのか。

そろそろ競技的なランニングはできなくなる時期が近づいている。昔から「不老

不死」「アンチエージング」など老いを否定する言葉があるが誰にも老いは訪れるも

の。自分の気持ちとしては「福岡国際マラソンが走れなくなた時が潮時か」との気

持ちが強い。福岡国際マラソンの出場資格を維持するために高校生に混じってトラ

ックの大会を走っている５６歳の姿は他の人には奇妙に映ってるだろう。

サラリーマン生活もあと３年で定年を迎えるので「定年と同時に競技的なマラソ

ンは卒業」というのが理想だが、現状では５７歳までしか福岡国際マラソンは走れ

ない。もう一度挑戦したい気持ちもあるが気持ちと身体が一致しないことが多くな

り過ぎだ。

自然の流れにまかせよう。自由に生きよう。


